
おとなび会員数200万人突破の感謝をこめて、
おとなび・ジパング俱楽部会員様だけに特別な企画をご用意

新大阪駅

加賀温泉駅

大阪駅

京都駅

金沢駅

♨山中温泉♨山中温泉♨山中温泉
芦原温泉♨芦原温泉♨芦原温泉♨

和倉温泉♨和倉温泉♨和倉温泉♨

五箇山●五箇山●五箇山●

砺波●砺波●砺波●

美しき冬の北陸美しき冬の北陸

出発限定!!

2023年
3月4日（土）

おとなび会員数

★特急サンダーバードの
金沢駅までの運行は
ラスト1年！
往復サンダーバード号を
おとなび・ジパング俱楽部で
貸切運行!!

写真提供：西日本旅客鉄道株式会社写真提供：西日本旅客鉄道株式会社

★敦賀開業後、
延伸区間の一部となる
金沢～白山総合車両所
間の回送列車に乗車！！

2023.3/4
京阪神・山陽発着

★特特急サンダ

往路車内では
特別に

車内販売が復活！

★往路サンダーバード号車内では
お楽しみ抽選会を実施！

200万人

日本の美は北陸にあり。
「美食」「美湯」「美観」「美技」「美心」を体感できるツアーをご用意

ホテル海望 女性用露天風呂（イメージ）ホテル海望 女性用露天風呂（イメージ）

美湯

★新幹線総合車両基地
 「白山総合車両所」では
普段は見れない
新幹線の裏側をご案内！ 

新幹線を
下から見る！？？

新幹線の
秘密に
迫ります

美心 美食

美技

加賀屋ご夕食（イメージ）加賀屋ご夕食（イメージ）
極彩色皇華能登行幸絵図（イメージ）
Ⓒ和倉温泉観光協会
極彩色皇華能登行幸絵図（イメージ）
Ⓒ和倉温泉観光協会

五箇山合掌の里ライトアップ（イメージ）五箇山合掌の里ライトアップ（イメージ）

こきりこ節（イメージ）こきりこ節（イメージ）

参加しやすい
週末出発！

憧れの
北陸新幹線
グランクラス！

（イメージ）（イメージ）

冬の味覚
「カニ」！

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

貸切 サンダーバード号で行くサンダーバード号で行く

美観

おとなび・ジパング俱楽部
貸 切

おとなび・ジパング俱楽部 
貸 切

おとなび・ジパング俱楽部
貸 切

突破記念突破記念突破記念突破記念

旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。ご乗車いただくまでの経費はお客様のご負担となります。 問合せ番号 団臨北陸 S2

北陸新幹線延伸区間の
一部（回送線）の体験乗車と
北陸の「美」を堪能！

北陸新幹線「W7系」（イメージ）北陸新幹線「W7系」（イメージ）サンダーバード号（イメージ）サンダーバード号（イメージ）
※当日、車両の変更が発生する場合がございます。※当日、車両の変更が発生する場合がございます。
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出発駅の大阪駅にて
おもてなしを実施
出発駅の大阪駅にて

を実施
1
往復サンダーバード号を
往復貸切運行！
往復サンダーバード号を2

北陸の魅力満載のコースラインナップ！
2024年春に敦賀開業予定！ 北陸新幹線白山総合車両所特別見学と
金沢・山中温泉フリータイム 2日間

名湯 和倉温泉の名旅館「加賀屋」で寛ぐ のと里山里海号と
信行寺「極彩色皇華能登行幸絵図」公開 2日間

全14室しかない庭園温泉露天風呂付客室に泊まる 有形文化財
「丹巌洞」の懐石料理と「あわら芸妓列車」2日間

冬の富山の美食・美観を満喫！ 五箇山 合掌の里 貸切ライトアップと
伝統民謡「こきりこ節」特別鑑賞  2日間

七尾湾に佇む絶景露天風呂の名湯 和倉温泉に泊まる
感動の能登半島景勝めぐり 2日間

添乗員同行
※一部コースを除く

2024年春 北陸新幹線 
金沢～敦賀駅間いよいよ開業！

サンダーバードが金沢まで運行するのもラスト１年！
おとなび・ジパング俱楽部会員の皆様に、

今だからこそできる特別な企画をご用意しました。

特別賞として北陸新幹線の体験乗車区間をグランクラスに
ご乗車いただけるかも！？ その他「カニ」もご用意しています！！

往路貸切サンダーバード号車内では
お楽しみ抽選会を実施！
往路貸切サンダーバード号車内では

を実施！
3

北陸新幹線（回送列車）に
体験乗車！
北陸新幹線（回送列車）に4

5

新幹線総合車両基地
「白山総合車両所」を貸切見学！を貸切見学！
6

出発駅の大阪駅にて出発駅の大阪駅にて 北陸新幹線（回送列車）に北陸新幹線（回送列車）に

北陸新幹線の車内では、
北陸ならではのお食事（軽食）
をご用意！

北陸新幹線の車内では、

をご用意！

敦賀延伸区間の一部（回送線）を走行します！！

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

突破記念突破記念突破記念突破記念

北陸新幹線（回送列車）乗車区間北陸新幹線（回送列車）乗車区間
サンダーバード乗車区間サンダーバード乗車区間

（グランクラス/イメージ）（グランクラス/イメージ） （イメージ）（イメージ）

※数に限りがあります。

※大阪駅よりサンダーバード号に
　ご乗車のお客様に限ります。
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2024年春 開業予定

建設中

往路車内ではこの日限りで車内販売が復活！

本ツアーでご乗車いただける区間

2
おとなび会員数

2024年春 北陸新幹線02 春年春4年24 線北陸新幹2

200万人
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旅行代金
（おとなおひとり様）

1

基本代金より、広島発着は18,600円増、
福山発着は14,200円増、岡山発着は11,200円増

発着駅別差額代金
（おとなおひとり様）
※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光 団体臨時列車のため、列車の時刻は変更となる場合がございます。

1

2

山陽発 広島（6：30～7：30）a福山㊟（7：00～8：00）a岡山（7：10～8：10）a〈Åのぞみ〉a新大阪（8：00～9：00）

山陽着 新大阪（19：10～19：50）a〈Åのぞみ〉a岡山（20：00～20：40）a福山㊟（20：40～21：40）a広島（20：40～21：20）

ƒ∂ç
金沢（15：40頃）a〈ıしらさぎ号又はサンダーバード号〉a加賀温泉〔泊〕

加賀温泉〔泊〕ƒ∂ƒ金沢市〔泊〕

åƒƒ加賀温泉〔泊〕ƒƒƒ金沢市〔泊〕

京阪神発

［京阪神発着］４０2０198-□→005：2名以上1室 006：1名1室　
［山陽発着］４０2０198-□→105：2名以上1室 106：1名1室
 　　　　  JR◯契4020094-□→999（赤風1名利用可能/新大阪往復）

手17 S（コースNo.-　）フルセットBI

　1名　　同行しません。　　
※各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認ください。
※山陽発着のお客様は、新大阪駅にて新幹線降車後一度改札を出て、ご集合いただきます。
㊟福山駅⇔岡山駅は、ひかり・こだま（普通車指定席）のご利用となる場合がございます。
※金沢⇒加賀温泉間は特急列車普通車自由席利用となり、ご着席いただけない場合が
　ございます。

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください

必須選択：発着駅、宿泊、お楽しみ販売店の皆様へ

a〈ı貸切サンダーバード号〉a京都（18：00～19：00）a新大阪（18：20～19：20）a大阪（18：30～19：30）

金沢市（各自チェックアウト）……フリータイム（お楽しみを使って金沢の観光地を
各自お楽しみください/その他お客様ご負担）……金沢（15：40～16：40）
加賀温泉（各自チェックアウト）……フリータイム（お楽しみを使って山中温泉の観光地を
各自お楽しみください/その他お客様ご負担）……加賀温泉（16：00～17：00）

　=　 + +基本
代金

発着駅別
差額代金

宿泊プラン
差額代金

           大阪（8：30～9：30）a新大阪（8：40～9：40）a京都（9：00～10：00）a〈ı貸切サンダーバード号〉a
金沢a〈【回送】北陸新幹線〉aJR西日本 白山総合車両所（　　　　　2024年春に敦賀延伸を控える北陸新幹線の
総合車両所を見学／約60分）aa金沢（15：40頃）…（フリータイム/お客様ご負担）…金沢市〔泊〕

特別企画

S2-02
問合せ番号

宿泊 金沢［石川県］ 

宿泊 山中温泉［石川県］ 

ホテル日航金沢

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

金沢駅兼六園口（東口）に建つ
地上30階の高層ホテル。

★5221-320 ANAクラウンプラザホテル金沢

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約1分と絶好の
ロケーションを誇り、観光・ビジネスの拠点として最適です。

★5221-307

ホテル金沢

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

2022年一部改装。加賀五彩をあしらった
落ち着いた内装でお迎えいたします。

5221-305

ヴィアイン金沢

●洋室バス・トイレ付
●朝食：提携レストラン（和食又は洋食セット）
※朝食付プランのみ　※食事内容は選べません。

JR金沢駅構内。ビジネス・観光に
余裕のひとときをお約束します。

5221-332

金沢ニューグランドホテル
プレステージ
●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

香林坊エリアに近く、
観光・ビジネスに便利。

5221-308金沢東急ホテル

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

金沢香林坊に位置し、観光とグルメ旅に
おすすめのホテルです。

★5221-303

ガーデンホテル金沢
●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

JR金沢駅前に位置するホテル。

5221-326

金沢ニューグランドホテルプレミア

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）
※朝食付プランのみ

金沢の中心にある静かなホテルで
観光やビジネスの拠点に最適です。

5221-310

金沢・山中温泉でのフリータイムをお楽しみいただくのに便利なお楽しみ付！※いずれか1つお選びください。
　（旅行代金に含まれます。）

山中温泉泊の
お客様におすすめ

イメージ／写真提供：北陸鉄道イメージ／写真提供：北陸鉄道 イメージ／Hイメージ／H

スイーツ
イメージ／H
スイーツ

イメージ／H
キャンバスイメージキャンバスイメージ

金沢市内1日フリー乗車券付 ECO乗りクーポン付
路線バス指定エリア内乗り降り自由！
さらに指定の観光施設を割引利用できる
とっても便利な乗車券！

乗り物+入場観光+スイーツが
セットになって
おトクなクーポン！

●引換場所／金沢駅東口北陸鉄道チケット売り場・
　北鉄駅前センター・北鉄金沢バス片町サービスセンター・
　北鉄バスサービスセンター武蔵エムザ店

●引換可能場所／山中温泉のご宿泊旅館フロント
　キャンバス車内（乗車時、乗務員に引換券をご提示ください）
　キャンバス事務所

●運行ルート／金沢市内（エリア限定）北鉄グループ及び
　西日本ジェイアールバス路線バスに乗車可能
※金沢ライトアップバスはご乗車いただけません。

山中温泉 菊の湯 男湯・女湯山中温泉 菊の湯 男湯・女湯

金沢泊の
お客様におすすめ

白鷺湯たわらや

●和室バス・トイレ付
●夕食：レストラン（和会席）
●朝食：レストラン（和定食）
●送迎：JR加賀温泉駅より
　18：00発（定時運行）

創業約八百年の宿。
渓流大野天風呂が大好評で散策も
楽しめる、おもてなしのお宿です。

かがり吉祥亭

●和室バスなし・トイレ付又は
　バス・トイレ付
　※部屋タイプは選べません。
●夕食：食事処（和会席）　
●朝食：食事処（和定食）
●送迎：JR加賀温泉駅より
　17：40発（定時運行）

食事なし

★5234-114

5234-105

夕食イメージ夕食イメージ夕食イメージ

のどぐろ・能登豚・天婦羅自慢会席

夕食イメージ夕食イメージ夕食イメージ

加賀会席

★夕食時、セルフサービスの
　フリードリンク付（90分）
ビール/焼酎/ワイン/梅酒/チューハイ/
　ジン/ウイスキー/ソフトドリンクおとな

おひとり様

朝食付プラン

食事なし

おとな
おひとり様

朝食付プラン

800円増1,100円増

食事なし

おとな
おひとり様

朝食付プラン

1,700円増

食事なし

おとな
おひとり様

朝食付プラン

1,800円増

おとな
おひとり様

朝食付プラン

2,800円増

おとな
おひとり様

朝食付プラン

2,200円増

おとな
おひとり様

朝食付プラン

1,700円増

おとな
おひとり様

朝食付プラン

2,200円増

1名1室

23,800円
2名1室

21,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

21,800円
2名1室

19,800円
3名1室

18,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

22,800円
2名1室

21,800円
3名1室

20,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

29,800円
2名1室

23,800円
3名1室

22,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

34,800円
2名1室

31,800円
3名1室

29,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

27,500円
2名1室

25,800円
3名1室

21,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

22,800円
2名1室

21,800円
3名1室

20,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

1名1室

32,800円
2名1室

27,800円
3名1室

22,800円
室定員

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日 食事なし

大阪・新大阪・
京都発着

2名1室

36,800円
3名1室

33,800円
4名1室

32,800円
室定員

大阪・新大阪・
京都発着

2名1室

42,800円
3名1室

39,800円
4名1室

37,800円
室定員

大阪・新大阪・
京都発着

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日夕・朝食付

■基本代金/［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］普通車指定席利用/1泊2日夕・朝食付

個人旅行 ●添乗員の同行しない個人旅行です
●最少催行人員1名

山中温泉泊は、石川県ならではの
地元食材や冬の味覚を含む
和食会席の夕食付！

ロビーラウンジのドリンクサービスや
湯上りのおもてなしなど
滞在中のお楽しみをご用意！

往復サンダーバード号を
おとなび・ジパング俱楽部で貸切！

2日間

2024年春に敦賀開業予定！ 2024年春に敦賀開業予定！
北陸新幹線 白山総合車両所特別見学と北陸新幹線白山総合車両所特別見学と

3/4㊏出発限定！
出発保証

※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。



3 ※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。

　 　3 283 28
　 　　　　438

円438
円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円

■旅行代金：おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様/
　大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合
■旅行代金：おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様/
　大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合

大阪・新大阪・京都発着
旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］/普通車・指定席利用/基本プランの場合

2名1室

3名1室 34,800円
4名1室 32,800円

37,800円
1名1室 43,800円

室定員

［京阪神発着］４０2０198-□→０01：2名以上1室 002：1名1室 ［山陽発着］４０2０198-□→101：2名以上1室 102：1名1室 JR◯契4020094-□→999（赤風1名以上利用可能/新大阪往復）手17 S（コースNo.-　）エスコートBI

　同行します（山陽発着は1日目の新大阪駅から2日目の新大阪駅まで同行します）。　
　　乗務しません。　　北陸鉄道又は北陸エリア利用バス会社（当社基準）。※山陽発着のお客様は、新大阪駅にて新幹線降車後一度改札を出て、ご集
合いただきます。※各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認ください。     福山駅⇔岡山駅は、ひかり・こだま（普通車指定席）のご利用となる場合
がございます。      千里浜なぎさドライブウェイは波の状況により走行できない場合があります。

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください

必須選択：発着駅、宿泊販売店の皆様へ

注2
注1

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

2日間で奥能登まで巡ってこの価格！！

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光 団体臨時列車のため、列車の時刻は変更となる場合がございます。

1

2
å ∫ ƒ

ƒ ∂ ç

山陽発 広島（6：30～7：30）a福山     （7：00～8：00）a岡山（7：10～8：10）a〈Åのぞみ〉a新大阪（8：00～9：00）

山陽着 新大阪（19：10～19：50）a〈Åのぞみ〉a岡山（20：00～20：40）a福山      （20：40～21：40）a広島（20：40～21：20）

京阪神発

旅行代金より、広島発着は18,600円増、
福山発着は14,200円増、岡山発着は11,200円増

発着駅別差額代金
（おとなおひとり様）

         大阪（8：30～9：30）a新大阪（8：40～9：40）a京都（9：00～10：00）a〈ı貸切サンダーバード号〉
a金沢a〈【回送】北陸新幹線〉aJR西日本白山総合車両所（　　　　　2024年春に敦賀延伸を控える
北陸新幹線の総合車両所を見学／約60分）aa金沢d千里浜なぎさドライブウェイ（車窓）     d

     d和倉温泉〔泊〕（17：30頃）

特別企画

お宿（8：15頃）d輪島朝市（活気溢れる日本三大朝市の一つ／約60分）d白米千枚田（日本海に面した
世界農業遺産の棚田が広がる絶景／約15分）d輪島市内（和食の昼食／約45分）d雨晴海岸（車窓）d

d金沢a〈ı貸切サンダーバード号〉a京都（18：00～19：00）a新大阪（18：20～19：20）a大阪
（18：30～19：30）

注2

注1

注1

S2-03
問合せ番号

添乗員
同行

2日間

宿泊 和倉温泉［石川県］ ※お宿が選べます

天空の宿 大観荘

●和室バス・トイレ付
●夕食：宴会場（和会席）
●朝食：宴会場（和定席）

全客室、波静かな七尾湾側で
オーシャンビューを楽しめるお宿。
源泉かけ流しの温泉で
ゆったりとおくつろぎください。

循環 循環

ホテル海望
●和室バス・トイレ付
●夕食：個室食事処（和会席）
●朝食：個室食事処（和定席）

能登島大橋、ツインブリッジを両方ご覧いただける「海を望む」
という名にふさわしい創業明治23年の老舗宿。

循環 循環

●和室バス・トイレ付
●夕食：個室食事処（和会席）
●朝食：個室食事処又は
　レストラン（和洋ブッフェ）
   ※朝食の食事場所は選べません。

豊漁と豊作、幸福をもたらす海からの風
「あえの風」。この風が培った温もりを
大切に、四季折々お客様をお迎えします。

加水・循環 加水・循環

基本プラン

グレードアッププラン 基本プランより（おとなおひとり様）
2～4名1室は9,000円増、1名1室は23,000円増

グレードアッププラン 基本プランより（おとなおひとり様）
2～4名1室は13,000円増、1名1室は23,000円増

白米千枚田白米千枚田輪島朝市輪島朝市

雨晴海岸雨晴海岸

千里浜なぎさドライブウェイ千里浜なぎさドライブウェイ

　千里浜なぎさ
　ドライブウェイ
千里浜なぎさ
　ドライブウェイ
日本海の潮風を受けながら海岸線
をドライブできる国内唯一の砂浜
ロードです。波打ち際近くまで車を
寄せることができます。

日本海の潮風を受けながら海岸線
をドライブできる国内唯一の砂浜
ロードです。波打ち際近くまで車を
寄せることができます。

雨晴海岸雨晴海岸
万葉ゆかりの景勝地。浜から眺める岩礁、
富山湾越しに見える3000m級の
立山連峰の雄大な眺めは格別。

万葉ゆかりの景勝地。浜から眺める岩礁、
富山湾越しに見える3000m級の
立山連峰の雄大な眺めは格別。

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

２日間で奥能
登まで！！

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

お部屋（和室一例）お部屋（和室一例）女性用露天風呂（イメージ）女性用露天風呂（イメージ）

あえの風

個室料亭：花舞茶寮イメージ（イメージ）個室料亭：花舞茶寮イメージ（イメージ）

（イメージXM）（イメージXM）

海側の
お部屋を
確約！！

石川県無形文化財
御陣乗太鼓ショーを
個室食事処から
ご覧いただけます！

七尾湾に佇む絶景露天風呂の七尾湾に佇む絶景露天風呂の
名湯 和倉温泉に泊まる名湯 和倉温泉に泊まる

往復サンダーバード号を
おとなび・ジパング俱楽部で貸切！

3/4㊏出発限定！
出発保証

注2



4※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。

　 　　 　7・48万円～7・48万円～万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　 　8・08万円8・08万円万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円

■旅行代金：おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様/大阪・新大阪・京都発着■旅行代金：おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様/大阪・新大阪・京都発着

［京阪神発着］４０2０198-□→０07：2名以上1室 ［山陽発着］４０2０198-□→107：2名以上1室  JR◯契4020094-□→999（赤風1名以上利用可能/新大阪往復）手17 S（コースNo.-　）エスコートC

10名　  同行します（山陽発着は1日目の新大阪駅から2日目の新大阪駅まで同行します）。
　  乗務します。　　日本海観光バス又は北陸エリア利用バス会社（当社基準）。※山陽発着のお客様は、新大阪駅にて新幹線降車後一度改札を出
て、ご集合いただきます。※各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認ください。     福山駅⇔岡山駅は、ひかり・こだま（普通車指定席）のご
利用となる場合がございます。     あわら芸妓列車の座席の希望は承れませんので予めご了承ください。

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください

必須選択：発着駅販売店の皆様へ

注2

注1

大阪・新大阪・京都発着
旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］/グリーン車・指定席利用

3名1室

４名1室 74,800円
76,800円

2名1室 80,800円

室定員

旅行代金より、広島発着は18,600円増、
福山発着は14,200円増、岡山発着は11,200円増

※1名1室の設定はありません。

発着駅別差額代金
（おとなおひとり様）

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光 団体臨時列車のため、列車の時刻は変更となる場合がございます。

1

2

           大阪（8：30～9：30）a新大阪（8：40～9：40）a京都（9：00～10：00）a〈ı貸切サンダーバード号
グリーン車〉a金沢a〈【回送】北陸新幹線〉aJR西日本 白山総合車両所（　　　　　2024年春に敦賀延伸を

控える北陸新幹線の総合車両所を見学／約60分）d芦原温泉〔泊〕（16：30頃）
お宿（10：30頃）dあわら湯のまちb貸切えちぜん鉄道「あわら芸妓列車」    （　　　　   芦原温泉の芸
妓による唄の演奏や舞の披露をお楽しみください〈芦原銘菓とお茶付〉／約40分）b福井d料亭 丹巌洞
（国登録有形文化財「丹巌洞 草庵」の見学と福井藩主にも愛された苔一面の名園を有する料亭で懐石料理
の昼食／約90分）d大本山永平寺（曹洞宗の大本山。　　　　  通常は行っていない修行僧によるご案内
で境内を拝観／約60分）d福井a〈ı貸切サンダーバード号　グリーン車〉a京都（18：00～19：00）a

a新大阪（18：20～19：20）a大阪（18：30～19：30） å ∫ ƒ

ƒ ∂ ç

山陽発 広島（6：30～7：30）a福山     （7：00～8：00）a岡山（7：10～8：10）a〈Åのぞみ〉a新大阪（8：00～9：00）

山陽着 新大阪（19：10～19：50）a〈Åのぞみ〉a岡山（20：00～20：40）a福山   （20：40～21：40）a広島（20：40～21：20）

特別企画

特別企画

特別企画

京阪神発

注2

注1

注1

「あわら芸妓列車」貸切運行

S2-04
問合せ番号

丹巌洞
草庵
丹巌洞
草庵
福井藩主・松平春
嶽や橋本左内も訪
れたことのある、
江戸時代末期の藩
医の別荘を起源と
する料亭。国登録
有形文化財となっ
ており、一面苔む
した緑が美しい庭
園を擁する福井の
名料亭のひとつで
優雅な雰囲気の
中、懐石料理をご
提供いたします。

別邸・離れ宿泊者様専用「ひのき大浴場」 客 室

宿泊 あわら温泉［福井県］ 

グランディア芳泉〈離れ ゆとろぎ亭〉

お部屋（一例）お部屋（一例）

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

（イメージ）（イメージ）

スタイリッシュ・和モダンリゾート。
日本庭園の静寂に包まれ石造り・
陶器造り・ひのき造りなどそれぞ
れ趣の異なる庭園露天風呂を思
いのままお愉しみください。

（料亭イメージ）（料亭イメージ）

（草庵イメージ）（草庵イメージ）

●庭園露天風呂付和室又は洋室
　又は和洋室 バス・トイレ付
●夕食：個室食事処「料亭 遊膳」（遊膳懐石）
●朝食：個室食事処「料亭 遊膳」（和定食）
　※部屋タイプは選べません。

加水・加温・循環

お食事は個室食事処 料亭「遊膳」にて
彩り鮮やかなお料理を一品ずつお運びします。

ご夕食（イメージ）ご夕食（イメージ）（イメージ）（イメージ）

◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆

客室露天風呂

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

特別
企画

たん   がん   どうたん   がん   どう

そう　あんそう あん

全14室しかない庭園温泉露天風呂付客室に泊まる

2
日間
2
日間
2
日間

有形文化財「丹巌洞」の懐石料理と
たん　　　   がん           どうたん　　　   がん          どう

往復サンダーバード号を
おとなび・ジパング俱楽部で貸切！3/4㊏

出発限定！
添乗員
同行

バスガイド
同行

貸切バスは
1人2席
ご用意

おとなび・ジパング倶楽部で、えちぜん鉄道を1編成まるごと貸切！
あわら温泉で今も現役で活躍している芸妓さんが乗車し、車内で
唄の演奏や舞を披露します。

おとなび・ジパング倶楽部で、えちぜん鉄道を1編成まるごと貸切！
あわら温泉で今も現役で活躍している芸妓さんが乗車し、車内で
唄の演奏や舞を披露します。

えちぜん鉄道「あわら芸妓列車」    を貸切運行えちぜん鉄道「あわら芸妓列車」    を貸切運行注2

泉泉露露

なび グ俱楽部
往復　 グリーン車で行く往復　 グリーン車で行く



5 ※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。

［京阪神発着］４０2０198-□→０09：2名以上1室 010：1名1室 ［山陽発着］４０2０198-□→109：2名以上1室 110：1名1室 JR◯契4020094-□→999（赤風1名以上利用可能/新大阪往復）手17 S（コースNo.-　）エスコートC 必須選択：発着駅、宿泊販売店の皆様へ

　10名　  同行します（山陽発着は1日目の新大阪駅から2日目の新大阪駅まで同行します）。
乗務します。　　西日本ジェイアールバス又は北陸エリア利用バス会社（当社基準）。※山陽発着のお客様は、新大阪駅にて合流・解散となります。

※山陽発着のお客様は、新大阪駅にて新幹線降車後一度改札を出て、ご集合いただきます。※各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認くださ
い。      福山駅⇔岡山駅は、ひかり・こだま（普通車指定席）のご利用となる場合がございます。      千里浜なぎさドライブウェイは波の状況により走行
できない場合があります。

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光 団体臨時列車のため、列車の時刻は変更となる場合がございます。

1

2

           大阪（8：30～9：30）a新大阪（8：40～9：40）a京都（9：00～10：00）a〈ı貸切サンダーバード号
グリーン車〉a金沢a〈【回送】北陸新幹線〉aJR西日本 白山総合車両所（　　　　　2024年春に敦賀

延伸を控える北陸新幹線の総合車両所を見学／約60分）d和倉温泉〔泊〕（16：45頃）
お宿（10：30頃）…青林寺（大正天皇の和倉行啓の際に休憩所として建てられた御便殿を拝観／約30分）
…信行寺書院（約30分）d和倉温泉a〈観光列車「のと里山里海3号」〉（世界農業遺産の里山里海の車
窓を望みながら寿司御膳の昼食／約50分）a穴水d千里浜なぎさドライブウェイ　 （車窓）d金沢a

〈ı貸切サンダーバード号　グリーン車〉a京都（18：00～19：00）a新大阪（18：20～19：20）a大阪
（18：30～19：30） å ∂ ƒ

ƒ ∂ ç

山陽発 広島（6：30～7：30）a福山     （7：00～8：00）a岡山（7：10～8：10）a〈Åのぞみ〉a新大阪（8：00～9：00）

山陽着 新大阪（19：10～19：50）a〈Åのぞみ〉a岡山（20：00～20：40）a福山     （20：40～21：40）a広島（20：40～21：20）

特別企画
京阪神発

注2

注1

注1

注2注1

露天風呂

女性用露天風呂（イメージ）女性用露天風呂（イメージ）外観（イメージ）外観（イメージ） ご夕食（イメージ）ご夕食（イメージ）

宿泊 和倉温泉［石川県］ 

加賀屋
百年以上の歴史を誇る和倉温泉の老舗旅館。

のと鉄道観光列車「のと里山里海号」のと鉄道観光列車「のと里山里海号」
七尾駅～穴水駅間の約33キロを走る観光列車。
車窓から広がる穏やかな七尾湾と一面に広がる
田園風景や昔ながらの黒瓦の集落など、世界農
業遺産「能登の里山里海」の絶景を存分にお楽し
みいただけます。

七尾駅～穴水駅間の約33キロを走る観光列車。
車窓から広がる穏やかな七尾湾と一面に広がる
田園風景や昔ながらの黒瓦の集落など、世界農
業遺産「能登の里山里海」の絶景を存分にお楽し
みいただけます。

信行寺書院信行寺書院
国登録有形文化財の御便殿。2022年7月にお披
露目となった、古今の和倉の様子を再現した桜が満
開に咲き誇る「極彩色皇華能登行幸絵図」を見学。

（イメージ）（イメージ）

極彩色皇華能登行幸絵図

                  基本プランより（おとなおひとり様）  4名1室は5,000円増
3名1室は6,000円増、2名1室は7,000円増、1名1室は17,000円増
グレードアッププラン

　　 　6・48円～6・48円～円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円～～～～～～～～～～～～～～～～　  　　  　1180  円1180  円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円

■旅行代金：おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様/大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合■旅行代金：おとなび・ジパング俱楽部会員おとなおひとり様/大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合

大阪・新大阪・京都発着
旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］/グリーン車・指定席利用/基本プランの場合

2名1室

3名1室 70,800円
4名1室 64,800円

82,800円
1名1室 118,000円

室定員

旅行代金より、広島発着は18,600円増、
福山発着は14,200円増、岡山発着は11,200円増

発着駅別差額代金
（おとなおひとり様）

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

S2-05
問合せ番号

雪月花客室 雪月花特選階

お部屋（一例）お部屋（一例）お部屋（一例）お部屋（一例）

玄
関和室

ツイン
浴室

洗
面

WC
踏込

ダイニング

和室12.5畳

広縁

床の間

押入 W
C

茶
室
風
控
6
畳

床
の
間
浴室

ＴＶ

押入

洗
面
脱
衣

玄関踏込

繊細な四季を奏でる純和風の佇まい

お部屋の間取（一例） お部屋の間取（一例）

基本プラン

グレードアッププラン

●夕食：お部屋（和会席） 
●朝食：お部屋（和定食）

加水・循環

〈雪月花特選階〉
和洋室（禁煙）バス・トイレ付（12.5畳+ツイン） 

〈雪月花〉和室バス・トイレ付（12.5畳+6畳）

しん   ぎょう    じ     しょ    いんしん   ぎょう    じ    しょ   いん

（イメージ）（イメージ）

2日目 ご昼食

のどぐろ、あわび、ふぐなど、
能登の新鮮な海の幸を使用した

「のと里山里海号」車内限定メニュー

寿司御膳のご昼食

基本プラン グレードアッププラン

添乗員
同行

バスガイド
同行

2
日間
2
日間
2
日間

ごく            さい           しき            こう             か              の              と            ぎょう           こう             え              ずごく            さい           しき            こう             か              の              と            ぎょう           こう             え              ず

貸切バスは
1人2席
ご用意

往復サンダーバード号を
おとなび・ジパング俱楽部で貸切！3/4㊏

出発限定！

名湯 和倉温泉の名旅館「加賀屋」で寛ぐ

なび ジパ グ俱楽部
往復　 グリーン車で行く往復　 グリーン車で行く



6※おとなび会員様、JR西日本ジパング俱楽部会員様およびその同行者の方のみご参加いただけます。

　同行します（山陽発着は1日目の新大阪駅から2日目の新大阪駅まで同行します）。
乗務しません。　　北陸鉄道又は北陸エリア利用バス会社（当社基準）。 ※山陽発着のお客様は、新大阪駅にて合流・解散となります。※山陽発

着のお客様は、新大阪駅にて新幹線降車後一度改札を出て、ご集合いただきます。※各駅の出発時間・到着時間は最終日程表でご確認ください。
 　 福山駅⇔岡山駅は、ひかり・こだま（普通車指定席）のご利用となる場合がございます。 　  悪天候の場合、屋内での鑑賞となります。※1日目の夕
食内容はお選びいただけません。※2日目の若鶴酒造ととなみ散居村ミュージアムは、逆の行程となる場合があります。

共通注意事項に関しましては裏表紙をご覧ください

［京阪神発着］４０2０198-□→０03：2名以上1室 004：1名1室 ［山陽発着］４０2０198-□→103：2名以上1室 104：1名1室 JR◯契4020094-□→999（赤風1名以上利用可能/新大阪往復）手17 S（コースNo.-　）エスコートBI 必須選択：発着駅、宿泊販売店の皆様へ

　大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合　大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合大阪・新大阪・京都発着/基本プランの場合

　 　3・万 ～3・万 ～
万万万万

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　　 　4・58万円4・58万円万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円

■旅程 青文字/下車観光　赤文字/入場又は乗り物観光 団体臨時列車のため、列車の時刻は変更となる場合がございます。

1

2

各お宿（9：00頃）d若鶴酒造（見学・試飲／約45分）dとなみ散居村ミュージアム（見学／約45分）d

海鮮問屋 柿の匠（昼食／約50分）d　　 瑞龍寺（約50分）d雨晴海岸（約20分）d金沢a〈ı貸切サン
ダーバード号〉a京都（18：00～19：00）a新大阪（18：20～19：20）a大阪（18：30～19：30） å ∫ ƒ

ƒ ∂ ç

山陽発 広島（6：30～7：30）a福山　 （7：00～8：00）a岡山（7：10～8：10）a〈Åのぞみ〉a新大阪（8：00～9：00）

山陽着 新大阪（19：10～19：50）a〈Åのぞみ〉a岡山（20：00～20：40）a福山  　（20：40～21：40）a広島（20：40～21：20）

京阪神発
特別企画

           大阪（8：30～9：30）a新大阪（8：40～9：40）a京都（9：00～10：00）a〈ı貸切サンダーバード号〉
a金沢a〈【回送】北陸新幹線〉aJR西日本白山総合車両所（　　    2024年春に敦賀延伸を控える北陸
新幹線の総合車両所を見学／約60分）a金沢d砺波市内（和洋バイキング又は和食会席の夕食／約60分）
d五箇山 合掌の里（　　　　　おとなび・ジパング俱楽部貸切で集落を特別ライトアップ。合掌造りの中で
語り部のお話や屋外ステージで「こきりこ節」などの五箇山民謡を鑑賞    ／約70分）d 砺波〔泊〕（20：50頃）
　　　　　　　　　　                                                                           富山市〔泊〕（21：20頃）

特別企画

注1

注1

注2

注1 注2

この価格で夜間貸切ライトアップへご案内！！

国宝

瑞龍寺
加賀藩前田利長の
菩提寺。国宝指定
の山門の他、多く
の伽藍が重要文化
財に指定されてい
る名刹。

加賀藩前田利長の
菩提寺。国宝指定
の山門の他、多く
の伽藍が重要文化
財に指定されてい
る名刹。

五箇山 合掌の里 
貸切ライトアップ
五箇山 合掌の里 
貸切ライトアップ

おとなび・ジパング俱楽部限定で貸切ライトアップ！
「こきりこ節」の他にも、さまざまなお楽しみを
ご準備しました。

おとなび・ジパング俱楽部限定で貸切ライトアップ！
「こきりこ節」の他にも、さまざまなお楽しみを
ご準備しました。

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

雨晴海岸雨晴海岸
美しい立山連峰と
富山湾を望む
絶景スポット。

美しい立山連峰と
富山湾を望む
絶景スポット。

（イメージ/XM）（イメージ/XM）

民謡「こきりこ節」節」節」節」節」民謡「民謡「民謡「民謡「民謡「 きこきりこきりこきりこきりこきりここ節こ節」こ節」民謡「こきりこ節」 「といちんさ」さ」」「とい「とい「とい「とい「といちんさちんさちんさちんさちんさ」」」」「といちんさ」 囲炉裏で語り部イベ
ントイベイベベントントントント炉裏囲炉裏囲炉裏囲炉裏囲炉裏で語りで語りで語りで語りで語り部イ部イベ部イベ部イベ部イベンントント囲炉裏で語り部イベ
ント

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

宿泊 砺波又は富山市［富山県］※お宿が選べます  

ロイヤルホテル富山砺波

●和室又は洋室又は和洋室バス・トイレ付
●朝食：宴会場又はレストラン（和洋バイキング）
　※部屋タイプ、食事場所は選べません。

大浴場や露天温泉岩風呂が自慢のリゾートホテル。

この日だけの特別イベント！
合掌造り集落（五箇山合掌の里）を
おとなび・ジパング俱楽部で
特別貸切ライトアップ！

お楽しみポイントお楽しみポイント
1

寒い冬にうれしい
温かい甘酒のお振舞いをご用意!

4

五箇山民謡「こきりこ節」や
「といちんさ（女性踊り）」を
屋外ステージ   で特別鑑賞!

2

合掌造り内の囲炉裏で
語り部イベントを開催！

3

加水・加温

富山エクセルホテル東急

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

JR富山駅に近く、整った設備とサービスで
ワンランク上の寛ぎを体感いただけます。

ホテルヴィスキオ富山byGRANVIA

●洋室バス・トイレ付
●朝食：レストラン（和洋バイキング）

JR富山駅前の好立地にホテルグランヴィアが
プロデュースするホテルがオープン。

大浴場

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

基本プラン

※ホテルヴィスキオ富山byGRANVIAは3名1室の料金設定はありません。※ホテルヴィスキオ富山byGRANVIAは3名1室の料金設定はありません。
シティホテルプラン                  基本プランより（おとなおひとり様）  2～3名1室は1,500円引、1名1室は、4,000円引

注2

大阪・新大阪・京都発着
旅行代金［おとなび・ジパング俱楽部会員様おとなおひとり様］/普通車・指定席利用/基本プランの場合

2名1室

3名1室 37,800円
39,800円

1名1室 45,800円

室定員

旅行代金より、広島発着は18,600円増、
福山発着は14,200円増、岡山発着は11,200円増

発着駅別差額代金
（おとなおひとり様）

※ワクチン2回接種済み又はPCR検査陰性の参加者限定ツアーとなります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

国宝

「越中となみ温泉」の
露天風呂を

お楽しみください。

特別
企画

2日間

冬の富山の美食・美観を満喫！冬の富山の美食・美観を満喫！

S2-06
問合せ番号

添乗員
同行

往復サンダーバード号を
おとなび・ジパング俱楽部で貸切！

3/4㊏出発限定！
出発保証



新型コロナウイルスワクチン２回接種を完了している方またはPCR検査後陰
性の方が参加条件となります。PCR検査はお客様ご自身で受検、PCR検査
費用はお客様ご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルスワクチンを2回接種し、2回目の接種から出発日の前日よ
り起算して14日以上（アストラゼネカは15日以上）経過していること。

出発日の前日より起算して３日目に当たる日以降に採取した検体によるPCR
検査の結果が陰性であること。陽性の場合は、お申し出日に応じて、所定の
取消料が発生します。

ツアー出発日当日は、ワクチン２回接種済みまたはPCR検査陰性証明を必ずご持参ください。（ワクチン：予防接種
済証、接種記録書、自治体が発行する接種証明書/PCR：検査結果が陰性だとわかる書類/いずれもコピー、写真
データでも構いません。PCRはメール通知文、WEB回答画面でも構いません。）
出発当日、ワクチン２回接種済みまたはＰＣＲ検査陰性証明を忘れた場合、またはご提示いただけない場合は、ご旅行のご
参加をお断りさせていただく場合がございます。その際は、所定の取消料（ご旅行代金の50％）が発生いたしますので、
ご注意ください。

マスクの着用等の基本的な感染防止策について、引き続きご協力をお願いします。

添乗員及びバス乗務員も新型コロナウイルスワクチン２回接種済みまたはPCR検査陰性者が同行いたします。
※利用予定施設（宿、食事、観光、お土産店など）では、新型コロナウイルスワクチン２回接種済みまたはPCR検査陰性のスタッ
フを確約するものではございません。あらかじめご了承ください。

1

2

3

4

5

6

7

または新型コロナウイルスワクチン2回接種済み PCR検査陰性の参加者限定です

「おとなび」ホームページへアクセスし、会員（J-WESTネット会員）登録してください。 パソコン・
スマートフォンで
おとなび簡単ガイド

パンフレットで

JR西日本各駅に
設置の

「おとなびガイド」

または

JR西日本ジパング俱楽部会員様もぜひご登録ください。

インターネットから簡単アクセス「おとなび」にご登録ください

※既にJ-WESTネット会員の方は、会員専用ホームページにログインしていただくだけでOK!
※ご本人のメールアドレスが必要です。

※パンフレットデザイン等変更になる可能性がございます。

（おとなび・ジパング商品センター内）

株式会社 日本旅行
おとなびジパング予約ダイヤル

0570-666-631

会員番号の確認をさせていただきますので、会員手帳をご準備の上、お電話ください。

お近くの日本旅行の各支店でもお申し込みできます。
西J4020198-001

※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等により、営業日・休業日または
　営業時間が変更となる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。●お問合わせ・お申し込みは下記へ

●一部のIP電話等からは☎06-6371-1226

●営業時間／10：00～17：00（土・日祝も営業）
〒530-8341 大阪市北区芝田2丁目4番24号　総合旅行業務取扱管理者 服部 亨
観光庁長官登録旅行業第2号　一般社団法人日本旅行業協会正会員

共　同
企　画

「地球にやさしい旅人宣言」－自然や文化遺産を大切に－
旅行企画
実　施

株式会社日本旅行

株式会社日本旅行

〒530-8341
大阪市北区芝田2丁目4番24号

観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
おとなび・ジパング商品センター

〒530-8341
大阪市北区芝田2丁目4番24号

観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
おとなび・ジパング商品センター

〒530-8341  大阪市北区芝田2丁目4番24号

8

１.募集型企画旅行契約
（１）（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時
にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の全額を添えてお
申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で
契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約のお申し込みの翌日から起算して3日以内
に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し
込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。
（5）通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した
時に成立します。
３．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただき
ます。
４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する
場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行
は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空
港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をす
ることができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き
払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行費用全額に対して取消
料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」と
いいます。）を指して当社らといいます。ア.当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の
連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④
旅行の安全管理のため、⑤当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのた
め、⑥当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のた
め、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サービス提供のた
め、⑩統計資料作成のため、に利用させていただきます。
イ.当社らは、取得した購買履歴やWEBでの閲覧履歴等の情報を分析して、当社及び当社と提携する企業の
商品やサービス、キャンペーン情報のご案内及び広告の表示のために利用させていただきます。
（2）上記ア.②、③、④の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名
等を輸送・宿泊機関、土産物店、当該クレジット会社等に書類又は電子データーにより、提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メー
ルアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただ
きます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ（https://www.nta.co.jp/）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2022年4月１日を基準としています。また旅行代金は2022年12月1日現在の有効な
運賃・規則を基準としています。

22.4月改定
この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。ご旅行条件書

旅行代金 20,000円未満
5,000円以上 20,000円以上

50,000円以上100,000円未満20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上申込金

宿泊施設などにより、幼児（6才未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用命・ご利用にならなくても、
およそ2,000～5,000円程度の「施設利用料金」を申し受けることがあります。この「施設利用料金」
はご旅行代金には含んでいませんので、お連れのおとなの方が現地にて直接お支払いください。

1～14名
15～30名
31名以上

無料
無料

20%
20%

30% 10%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

7日前 8日前～20日前6日前5日前4日前3日前前日当日旅行開始後の解除
または無連絡不参加 2日前

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外

無料
旅行代金の20％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

日帰り旅行
無料
無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組みと、ご旅行に際してのお客様へのお願いです。

※上記対応については、変更となる場合がございます。　※イベント・見学施設等の休止により、一部ツアーを中止にする場合がございます。該当コースにお申し込み済みのお
客様につきましては、申し込み箇所よりご連絡させていただきます。今後も中止コースが発生する可能性がございますが、何卒ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する取り組み

■添乗員同行ツアーについて

当社（※）では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」に基づき適切な衛生管理と感染防止に努めております。
また、掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。※（株）日本旅行　
国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。
ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルスと診断された場合には、速やかに当社お申し込み窓口までご連絡ください。
ご報告内容については当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切にお取扱いさせていただきます。

検温 安心施設
当日添乗員による検温及び
体調確認を行います

交通機関、宿泊、食事施設など各業種によるガイドライン
に準じた機関・施設を利用しています

添乗員等のマスク着用 ソーシャルディスタンス ご旅行に際してお客様へのお願い
添乗員ならびに係員は業務
中マスク類の着用をします

マスクの着用や手洗い・うがいにご協力を
お願いいたします

観光時は、密閉・密集・密接
に配慮いたします

安心してツアーにご参加いただくために新型コロナウイルス感染防止への取り組み （添乗員同行の旅）～詳しくは『おとなび』ホームページをご覧ください～

添乗員同行プランのご案内

【JRセットプランのご利用について】

共通のご案内必ずお読みください。
●添乗員…添乗員が同行します。［京阪神エリアの場合、基本最初の発駅（大阪駅）より同行します。山陽エリアは1日目の新大阪駅から
　　　　　2日目の新大阪駅まで同行します。］　
●最少催行人員…各コースをご確認ください。
●交通機関について…同一グループ（お部屋ごと）、同一発着地でのお申し込みとなります。座席の配列により、グループ・ご夫婦・ご家族の方で
　　　　　　　　　  あっても通路を挟んで並んだり、前後の座席に分かれたりして、隣り合わせにならない場合があります。
●お申し込み最終締切…ご出発の前日から起算して16日前（土・休日を除く）までで一旦締め切ります。それ以降は、すべての予約手配が可能
　　　　　　　　　　 になり次第、お引き受けいたします。
●こども・幼児代金について・・・係員にお問い合わせください。
●集合時間･集合場所･出発時間等の最終的な日程…ご旅行出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）にてお知らせいたします。
●運行バス会社のご案内…ツアーを運行するバス会社につきましては、日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に掲載されているバス
　　　　　　　　　　　 会社を利用します。（https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf）

■その他　●パンフレット掲載の風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が異なる場合があります。
　　　　　●各観光施設の営業時間や休館日・お寺の法要等は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
　　　　　●このパンフレットでご案内のご旅行代金以外の入場料・運賃・利用料金などはすべて予告なく変更になることがあり
　　　　　ます。天候や運送機関の遅れ等により行程が一部短縮、変更・削除される場合があります。この際の返金はございま
　　　　　せん。予めご了承ください。

【特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて】お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必
要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

■マークの紹介
※掲載のお宿にある設備
　のみ記載しています。

洗浄機付
トイレ

禁煙
ルーム

温泉 大浴場露天風呂

＝貸切バス又は路線バス又はタクシーb私鉄
幹新幹線（普通車・指定席）特特急（普通車・指定席）普普通列車
青文字…下車観光 赤文字…入場又は乗り物観光　

※行程にある記号のみ記載しています。
JR

食事条件 　  朝食   　昼食   　弁当   夕食   食事なし

●コースの行程に表示されている記号は次の通りです

朝 夕昼 弁 ×
青文字と赤文字以外は車窓観光

徒歩又はお客様ご負担区間…

　 最少催行人員です　　添乗員が同行するか同行しないかを記しています
　 バスガイドが乗務するか乗務しないかを記しています
　 貸切バス会社名です。なお、ツアーを運行するバス会社につきましては、
日本旅行ホームページの「利用バス会社一覧」に掲載されているバス会社を利用します。
https://www.nta.co.jp/otonavi/pdf/bus_ichiran_otonavi.pdf

●各コースの注意事項に表示されている記号は次の通りです

車内禁煙

快適なご旅行を皆様がお楽
しみいただけるよう、車内で
の喫煙はご遠慮ください。
なお、愛煙家のお客様は
60～120分毎に休憩、下
車観光いたしますので、そ
の際に喫煙いただけます。

大浴場

添乗員の同行しない個人旅行です。お客様が旅行サービスを受けるた
めに必要なクーポン類をお渡し致しますので、お手続きはお客様ご自
身で行っていただきます。
●団体臨時列車のため列車の時刻は変更となる場合がございます。
●最少催行人員：1名
●JRセットプランでご利用いただくJR乗車券・特急券類は団体割引を
適用しておりますので通常の切符とは取り扱いが異なります。ご注意
ください。
●ご利用いただくJR券では、自由席の設定はありません。
●乗り遅れた場合、乗車券・特急券は無効となり、後続の列車・自由席
にもご乗車いただけません。

［乗車変更］
※列車の変更等お受取になられたチケットの変更はできません。
　（自由席の利用も不可）
［有効期間］
※指定席券の券面に記載された乗車月日の指定された列車に限って有
効です。

［払い戻し］
※往復での利用となります。片道のみの払い戻しはできません。指定
された列車が運行不能もしくは２時間以上遅れて到着した場合は、
割引の代金を返金いたします。

個人旅行プラン

団体臨時列車につきましては、列車の時刻が変更される場合がございます。
各駅の乗降車の時刻および集合時間は最終日程表でお知らせいたします。
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